
工事経歴

注文者 工事名 着工年⽉
⼤林ファシリティーズ(株） 北浜ネクスビル 20・21階トイレ排⽔横引配管更新⼯事 2016.12月
㈱丸藤 名古屋 丈山小学校改修⼯事 2016.12月
㈱丸藤 ⻄院ビル改修⼯事 2016.12月
㈱丸藤 ⻑吉出⼾マンション改修⼯事 2016.12月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ＪＡ⼤蓮・東⼤阪市改修⼯事 2016.12月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） エイコービル改修⼯事 2016.12月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 千⾥山ﾏﾝｼｮﾝ改修⼯事 2016.12月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 花園Ⅲ番館改修⼯事 2016.12月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 上吉製作所改修⼯事 2016.12月
Ｎ様 みすずコーポⅢ 37号室トイレ修理⼯事 2016.12月
Ｕ様 旭ﾏﾝｼｮﾝ外装修繕⼯事・103号室305号室内部修繕⼯事 2016.12月
Ｕ様 旭マンション 外装修繕⼯事 （残⼯事 1F⻑尺シート） 2016.12月
Ｙ様 ﾜｲｽﾞｺｰﾄ⽂の⾥電動シャッター調整修理⼯事 2016.12月
㈱富士薬品 ㈱富士薬品 ⻲岡営業所 換気扇取替⼯事 2016.12月
㈲ﾅｶﾔｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 麺匠はなみち 新⼤阪店 修繕⼯事（換気扇交換） 2016.12月
㈱ジェイ・アンド・エフ アバンダント堂島ビル屋上防⽔修繕⼯事 2016.12月
Ｍ様 Ｍ様邸屋根⽡修理⼯事 2016.12月
⼤林ファシリティーズ(株） 京都トヨペット木津川台店 建具ガラス補修⼯事 2016.11月
㈱丸藤 神⼯場改修⼯事 2016.11月
㈱丸藤 藤井寺⻄小学校耐震改修⼯事 2016.11月
㈱丸藤 なかよしの森認定こども園新築⼯事 2016.11月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） イズミヤ古市店改修⼯事 2016.11月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 改修⼯事丸忠第2ビル改修⼯事 2016.11月
（株）三栄建設 （仮称）田島1丁目サ高住新築⼯事 2016.11月
（株）三栄建設 ⼤正銀⾏ 千代田⽀店 調査⼯事 2016.11月
(株)COMON館 北春⽇丘の家改修⼯事 2016.11月
(株)COMON館 バイセップス東中島寮改修⼯事 2016.11月
(株)COMON館 茨木駅前カラオケ店改修⼯事 2016.11月
(株)COMON館 福岡県 三共福岡改修⼯事 2016.11月
K様 D・DﾊｳｽB1Fﾃﾅﾝﾄ厨房 押えゴムシート防⽔改修⼯事 2016.11月
⼤林ファシリティーズ(株） 太陽⽣命岸和田ビル 3・4階レイアウト変更⼯事 2016.10月
(株)COMON館 淀川区 バイセップス千舟改修⼯事 2016.10月
(株)COMON館 ホテルサンルートプラザ福島改修⼯事 2016.10月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 牧野保育園 第2期改修⼯事 2016.10月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 浪速区 河合ビル改修⼯事 2016.10月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 三田市 あかしあ台小学校改修⼯事 2016.10月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 松原邸外壁改修⼯事 2016.10月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ジョーシン 和歌山市改修⼯事 2016.10月
（株）三栄建設 ⼋光殿⼋尾中央漏⽔補修⼯事 2016.10月
（株）三栄建設 ⻄尾レントオール㈱⼤阪営業所新築⼯事 2016.10月
三宮ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ 東⼤阪第⼀ビル漏⽔調査 2016.10月
Ｙ様 ⻄今川駐⾞場ガレージミラー取付⼯事 2016.10月
㈱ダイビ ㈱ダイビ本社ビル防⽔修繕⼯事 2016.10月
㈱ﾉｱｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾚｲﾝ外装修繕⼯事 2016.10月
⼤林ファシリティーズ(株） 尼崎フロントビル 屋上外周笠木シール打替え補修⼯事 2016.9月
富田林市 川⻄幼稚園プール塗装剥離修理 2016.9月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 吹田市 淀川ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ改修⼯事 2016.9月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 香粧園２期新築⼯事 2016.9月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） サクラハイツ改修⼯事 2016.9月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 吹田市 脇野邸改修⼯事 2016.9月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 神⼾⽤品倉庫改修⼯事 2016.9月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ﾏｻﾞｰﾋﾟｱ新⼤宮・奈良改修⼯事 2016.9月
（株）三栄建設 （仮称）ＪＡ北⼤阪 ⿃飼中倉庫新築⼯事 2016.9月
Ｙ様 ジョイテル⻄田辺Ⅰ外装修繕⼯事 2016.9月
Ｈ様 湊マンションバルコニー防⽔修繕⼯事 2016.8月
⼤林ファシリティーズ(株） 太陽⽣命⼤阪南⽀社 喫煙所設置⼯事 2016.8月
⼤林ファシリティーズ(株） ⼤阪府建築士事務所協会 移転改修⼯事 2016.8月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 棗マンション新築⼯事 2016.8月
(株)ハヤシ 株式会社ハヤシ⼤阪本社外壁修繕⼯事 2016.7月
⼤林ファシリティーズ(株） 太陽⽣命藤井寺ビル 1階テナント部現状回復⼯事 2016.7月
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(株)COMON館 合同ビル 屋上北⾯溝部・⼟間タイル目地改修⼯事 2016.7月
（株）三栄建設 ビッグステップ外部改修⼯事 2016.7月
Ｏ様 Ｏマンション屋上防⽔修繕⼯事 2016.6月
Ｍ様 カサ・デまるのうち外装修繕⼯事 2016.6月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 高山邸外壁改修⼯事 2016.6月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 三和電気通信（株)外壁改修⼯事 2016.6月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 伏⾒空家外壁改修⼯事 2016.6月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 本町駅１５番出入り口改修⼯事 2016.6月
（株）三栄建設 キクテック屋上笠木漏⽔補修⼯事 2016.6月
（株）三栄建設 ㈱三栄建設 本社トイレ改修⼯事 2016.6月
(株)COMON館 山野医院改修⼯事 2016.6月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 肥川邸外壁改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 内本町外壁改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 伊丹市空家改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 橋口邸外壁改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） すき家枚方改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） エンゼルハイム宝塚改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 新町第二保育園改修⼯事 2016.5月
(株)COMON館 湯⾥住吉神社改修⼯事 2016.5月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） エルム摂津改修⼯事 2016.4月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 牧野保育園改修⼯事 2016.4月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 香粧円改修⼯事 2016.4月
（株）三栄建設 （仮称）ひばり第2作業所新築⼯事 2016.4月
K様 フローラ永互外装修繕⼯事 2016.3月
富田林市 川⻄・小⾦台小学校営繕⼯事 2016.3月
⼤林ファシリティーズ(株） ＡＫＰ関⻄学研⼯場 増築⼯事 2016.3月
富田林市 ⾦剛東中央公園 トイレ屋根修繕 2016.3月
富田林市 旧田中家住宅巽蔵木製庇設置⼯事 2016.3月
富田林市 向陽台3号公園整備⼯事 2016.3月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 豊中市上野⻄住宅改修⼯事 2016.3月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 泉⼤津メモリアル改修⼯事 2016.3月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 神⼾⽤品倉庫改修⼯事 2016.3月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ⻄中島Sマンション新築⼯事 2016.3月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 神⼾学園ATM改修⼯事 2016.3月
（株）三栄建設 ⼋尾の杜 改修⼯事 2016.3月
ジークレフ武庫川管理組合 ジークレフ武庫川 外装⼤規模修繕⼯事 2016.2月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 王⼦町３丁目共同住宅新地⼦⼯事 2016.2月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ⼤阪ガスエネルギー研究所改修⼯事 2016.2月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） BMW⼤阪城東鶴⾒SR新築⼯事 2016.2月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ⼤市珍味富田林冷凍庫新築⼯事 2016.2月
富田林市 川⻄小学校渡り廊下アクリル板修理 2016.1月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ジョーシン難波流通センター改修⼯事 2016.1月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） ジョーシン１番館改修⼯事 2016.1月
（株）マツダシティーズ（（有）⼤阪匠⼯業） 正幸会病院改修⼯事 2016.1月
ジークレフ武庫川管理組合 ジークレフ武庫川 本棟外壁塗装⼯事等仮設足場取設⼀式 2016.1月
(株)COMON館 三共開発⼋潮寮改修⼯事 2016.1月


